
地域交響プロジェクト 専門家派遣事業 専門家登録簿 

 

名前 

いしい   だいすけ 

石井 大輔 

写真 

 

所属 

肩書 

ファンドレイジングのレシピ 代表 

ファンドレイジング・コーディネーター／フィランソロピー・コーディネーター 

専門性 

NPO（非営利団体）の会員・寄付の獲得、企業との連携、イベント企画・運営、ボ

ランティアの募集、会報誌やチラシの編集・制作など、資金調達や広報・情報発信

に関する「困った」の解決に向けて伴走支援すること。 

略歴 

1978年 2月神奈川県足柄上郡生まれ。富士通株式会社の営業・マーケティング、株

式会社ゼネラル・プレス（現 YUIDEA）のプロデューサー／エディターを経て、国

際協力 NGOシャプラニールや中間支援 NPOなど非営利団体に約 10年在籍。広報・

渉外、バングラデシュ駐在員などを経験。2016 年からフリーランスで NPO 運営に

欠かせない広報や資金調達の「困った」の解決に伴走する支援に取り組む。趣味は、

旅、読書、スポーツ観戦など。立命館大学経済学部卒業、立教大学大学院 21世紀社

会デザイン研究科修了（MBA in Social Design Studies）。 

実績 

・伴走型支援 

（パラスポーツ競技団体、人権擁護、男女共同参画／ジェンダー、環境、防災／減

災教育、まちづくり、児童虐待の防止、キャリア教育、国際協力、子ども食堂、博

物館、教育・研究機関など、多数） 

・研修講師 

（国際協力 NGO「事務局内ファンドレイジング研修」、関西 NGO協議会「JICA・

NGO 提案型研修プログラム（SDGs 研修）」、ひろしま NPO センター／JICA 中国

「NGO等組織基盤強化コース伝える力を強化する！」、和歌山市 NPO・ボランティ

アパワーアップセミナー「そうだったのか！非営利団体・ボランティアの広報最初

の一歩」など） 

・広報アドバイザーなど 

（市民向け地球温暖化対策省エネ推進事業「広報アドバイザー」、パラスポーツNPO

「広報顧問」、など） 

備考 

広報やファンドレイジングの「困った」の解決に伴走するウェブメディア：ファン

ドレイジングのレシピ 

https://www.recipe4fundraising.com/ 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 栗田佳典 写真 

 

 

 

 

 

所属 

肩書 
特定非営利活動法人関西 NGO 協議会 事務局長・理事 

専門性 
情報発信（講演による情報発信、SNS を利用した情報発信）、認定 NPO 法人申請、支援

者管理システムの導入、他セクターとの協働 

手法 ニーズを聞きながら、自団体の経験を共有。質問に答えるような形での助言。 

略歴 

2009 年 3 月立命館大学産業社会学部人間福祉学科国際福祉コース卒業 

2009 年 4 月認定 NPO 法人テラ・ルネッサンス入職 

2021 年 12 月特定非営利活動法人関西 NGO 協議会へテラ・ルネッサンスから転籍出向 

2022 年 4 月特定非営利活動法人関西 NGO 協議会 事務局長に就任 

現在に至る 

実績 

【講演実績】 

京都府職員研修・研究支援センター、京都市市民活動総合センター、枚方市、尼崎市、京

都大学大学院、立命館大学、龍谷大学、京都府立西舞鶴高校、京都府立福知山高校、京都

市立桃陵中学校、亀岡市立亀岡中学校、国際協力機構（JICA）、京都生協、京都洛北ロー

ターアクトクラブ、京都紫明ライオンズクラブ、その他全国各地の教育機関、NPO など

累計 512 回の講演を実施（2021 年 11 月末日現在） 

 

【NPO 支援実績】 

2020 年 福島県内の NPO への個別コンサルティング（支援者管理や寄付募集について） 

京都市内、大阪市内の NPO への支援者管理や認定 NPO に関する相談応対 

Terra Renaissance Academia 2020（申請者所属団体独自イベント）「潜在支援者を新規

支援者へ～講演事業の展開と多様な支援メニューの成果と課題～」について NPO 担当者

向けに講演 

【個人表彰実績】 

受賞歴:第 1 回 アーユス NGO 新人賞 受賞(2013 年)  

備考 なし 

 



地域交響プロジェクト 専門家派遣事業 専門家登録簿 

 

名前 
竹内 理 

たけうち おさむ 
写真 

 

所属 

肩書 
日本ファンドレイジング協会 准認定ファンドレイザー 

専門性 資金調達、ボランティアコーディネート、動画・SNS活用、その他運営について 

略歴 

１９８１年、京都府生まれ。 

大学卒業後、民間企業を経て財団法人大学コンソーシアムで京都学生祭典の事務局

を担当し、地域との協働や NPOに興味を持つ。 

その後、NPO のボランティア活動や地域活動に取り組むことで、NPO 活動をサポ

ートすることに関心が出て、協働コーディネーターを経て京都府に入職。 

京都府では、地域力再生プロジェクト、地域交響プロジェクトなどを担当。 

実績 平成２９年度京都府協働コーディネーター 

備考  

 



地域交響プロジェクト 専門家派遣事業 専門家登録簿 

 

名前 山科 達規 写真 

 

所属 

肩書 
特定非営利活動法人 こころのはな 事務局長 

専門性 
会計、申請書、講師、コミュニケーション能力の向上など 

【保有資格】 税理士 

手法 個別支援（カウンセリング）、中間支援（コーチング）、訪問（アウトリーチ）など 

略歴 

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、商社財務部を経て、税理士事務所、 

公的機関との多くの対外交渉歴任。平成 26年～現職に至る。 

 

実績 

【講演実績】多数 （KBS京都ラジオ出演） 

【NPO 支援実績】会計、官民助成申請、対外折衝業務、相談支援多数。 

【個人表彰実績】大阪府知事賞 

【団体表彰実績】京都府知事賞 

備考  

 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 青木 将美 （あおき まさみ） 写真 

 

所属 

肩書 

日本ファンドレイジング協会 認定ファンドレイザー 

奈良県生駒市総務部行政経営課収益確保係 主査 

社会福祉法人ぷろぼの 顧問付 テレワーク支援事業担当 

社会福祉法人奈良県共同募金会 奈良県ぴ～すぺ～すプロジェクト実行委員会委員 

専門性 資金調達、遺贈寄附および相続寄附、寄付者情報管理(DRM導入含)支援 

手法 伴走支援 

略歴 

東京都出身。中央大学商学部卒業。 

2011年 3月、諸事情による退職および退職直後に発生した東日本大震災をきっかけに、自

分自身の働き方や社会とのかかわり方を見直すため、社会的起業や非営利活動について学

ぶ。特定非営利活動法人 CANPAN センターでのインターンを経て 2012年 10月、公益財

団法人日本財団入職。遺贈寄付をプロジェクト立ち上げから担当。2018年 3月退職。 

同年 4月に奈良に移住。社会福祉法人ぷろぼの で、広報、地域連携および公益財団法人三

菱財団社会福祉事業・研究助成採択事業のプロジェクト進捗管理・収支管理を担う。ぷろ

ぼの の業務と並行して、2020 年 4 月から奈良県生駒市で寄附を主軸とした市の収益確保

を担当。2021年度から社会福祉法人奈良県共同募金会（赤い羽根共同募金）奈良県ぴ～す

ぺ～すプロジェクト実行委員会委員。奈良県内の公益の充実、遺贈寄付普及を目指し活動

している。 

実績 
平成 31年度／令和元年度～ 地域交響プロジェクト交付金 意見聴取会委員 

平成 31年度／令和元年度～ 関係づくり相談会 専門家 

備考 プロフィール詳細 https://jfra.jp/cfr/cfr_list/12311 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 
岡本 卓也 

おかもと たくや 
写真 

 

所属 

肩書 

有限事業責任組合まちとしごと総合研究所、京都市東山いきいき市民活動総合センターセン

ター長、准認定ファンドレイザー 

専門性 資金調達 

手法 個別相談、講座 

略歴 

兵庫県出身。立命館大学産業社会学部人間福祉学科卒業後、高齢者福祉施設での勤務を経て、

2009 年より特定非営利活動法人きょうと NPO センターに入職。2013 年より、市民が主体

的にまちづくりに取り組む「京都市未来まちづくり 100 人委員会」の運営本部及びまちづ

くりの現場におけるファシリテーションを担当。2015 年より、地域づくり・仕事づくりを

専門とする、民間・市民による地域のためのシンクタンクとして有限責任事業組合まちしご

と総合研究所とも平行して活動する。 

実績 平成 31 年度／令和元年度 関係づくり相談会 専門家 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 河合将生 写真 

 

所属 

肩書 

NPO 組織基盤強化コンサルタント office musubime 

代表 

専門性 

●組織診断・評価、事業評価（社会的認証開発推進機構、介護・福祉サービス評価調査者、

非営利組織評価センター評価員、日本評価学会認定「評価士」） 

●ファンドレイジング支援（日本ファンドレイジング協会「認定講師」、准認定ファンドレ

イザー） 

●組織基盤強化、マネジメント支援 

●ファシリテーション、チームビルディングなど 

手法 個別支援・伴走支援、対話型ファシリテーション、コンサルティングなど 

略歴 

1974 年静岡県生まれ。大学卒業後、国際協力分野の NGO にボランティアスタッフとして

参加。その後、関西を拠点とする国際交流・協力分野の NPO の中間支援組織へのインター

ンシップ、職員を経て独立。2011年 7 月、office musubime （オフィス ムスビメ）を設

立。伴走支援を専門としながら NPO 等の組織基盤強化、組織診断・評価、ファンドレイジ

ング支援、プロジェクト運営・協働コーディネート・ファシリテート等に取り組む。チャ

リティマラソンである大阪マラソンのチャリティ事務局担当なども。日本ファンドレイジ

ング協会関西チャプター共同代表／認定講師、日本評価学会認定「評価士」。大学の非常勤

講師として「NPO・NGO 論」「ボランティア論」「国際教育援助論・平和構築論」などの担

当も。 

実績 

京都府「民間力による地域力再生促進事業」ファンドレイジング支援、セーブ・ザ・チル

ドレン・ジャパン東日本大震災復興支援コミュニティ・イニシアチブ事業、公益財団法人

ひょうごコミュニティ財団「共感寄付」プログラム／ファンドレイジング支援、Panasonic 

NPO/NGO サポートファンド for SDGs 組織診断・基盤強化事業助成プログラムコンサル

タント、公益財団法人東日本大震災復興支援財団「子どもサポート基金」資金調達力強化

事業助成プログラム／ファンドレイジング支援など。 

備考 特になし 

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 
竹村 知紘 

たけむら ともひろ 
写真 

 

所属 

肩書 
移動する竹村商店、campfireキュレーター、准認定ファンドレイザー 

専門性 資金調達 

手法 クラウドファンディング、SNS活用 

略歴  

実績 平成 30年～平成 31年 京都府協働コーディネーター 

備考  

 



京都府地域交響プロジェクト 専門家派遣制度 専門家プロフィール 

名前 
西村 昌弘 

にしむら まさひろ 
写真 

 

所属 

肩書 

ならファンドレイジングラボ主宰、クラウドファンディングコーディネーター、

MAKUAKE エバンジェリスト、日本ファンドレイジング協会関西チャプター運営委員 

専門性 資金調達 

手法 クラウドファンディング 

略歴 

大阪芸術大学芸術学部文芸科卒業後、金融、自動車、外資系保険業界にてセールス、マネ

ージャー、コンサルタント等を経験。2017年にならファンドレイジングラボを設立する。

東日本大震災後の復興支援で活用されたクラウドファンディングという仕組みは日本を変

えると確信する。 

実績 平成 31年度／令和元年度 関係づくり相談会 専門家 

備考  

 


